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                                                      平成２３年６月１４日 

 

これまでのスポーツ観光の主な取組み 

 

１ 観光庁ｽﾎﾟｰﾂ観光ＨＰ「ｽﾎﾟ･ﾂｰ･ﾅﾋﾞ（Spo-tour-navi）」の開設と情報の連携・発信 

 

長官メッセージ「今月の溝畑」～溝畑宏のスポ・ツーな日々♪～ 

   ２２年３月より１ヶ月を目途に更新を継続中。 

長官が参加したイベントのレポートを中心に生の声を発信中。  

 

職員の体験コーナー ～Let's Enjoy Sports-tourism～ 

   ２２年８月より長官だけでなく職員のリアルなスポーツ体験記も発信中。 

 

観光庁が後援するスポーツイベントにリンクを継続中  

コグウェイ四国 2011 (平成２３年９月１７日～１９日) 

世界体操 TOKYO 2011 (平成２３年１０月７日～１６日) 他多数 

 

  スポーツ観光動画コーナー「スポ・ツー・ＴＶ」による発信  

セバスチャン＝ブエミ選手（Ｆ１）からのメッセージ  

ケイシー＝パターソン選手からのメッセージ  

イ＝スンヨプ選手からのメッセージ  

スポーツ観光マイスターシンポジウム 

元バレーボール日本代表大林素子さん スポーツ観光マイスター就任！  

Ｆ１ドライバー小林可夢偉選手 スポーツ観光マイスターに就任！  

可夢偉・ベッテル・シューマッハ－Ｆ１日本ＧＰ 鈴鹿サーキットＰＲコメント 

Ｆ１ドライバー小林可夢偉選手×前原大臣・溝畑長官対談 

ビーチバレー・ファミリーオ館山カップ【観光庁後援】  

東京アースライド２０１０【観光庁後援】  

世界柔道選手権２０１０東京大会【観光庁後援】  

第 6 回フレンドシップサイクルフェスティバル in 富士スピードウェイ【観光庁後援】  

スポーツ観光ＰＲビデオ～嵐を呼ぶ男・溝畑宏からのメッセージ～ 

 

２ スポーツ観光相談窓口の設置 

   スポーツ観光推進室員全員で対応（関係省庁の支援策の紹介・橋渡しも） 

   各地方運輸局でも同様の対応  

 

 

資料１  

http://cog-way.net/shikoku/
http://www.2011tokyo.com/ja/
http://www.youtube.com/user/kankocho?feature=mhee#p/u/0/jDsWhXq6IME
http://www.youtube.com/user/kankocho?feature=mhee#p/u/0/TnarxZBIgVA
http://www.youtube.com/user/kankocho?feature=mhee#p/u/2/hoaswlVAjqM
http://www.youtube.com/user/kankocho?feature=mhee#p/u/5/1HwSPsL7gjA
http://www.youtube.com/user/kankocho?feature=mhee#p/u/22/HNeaVdWT_5E
http://www.youtube.com/kankocho#p/a/u/0/h9AUiqxbsiI
http://www.youtube.com/kankocho#p/a/u/1/pLxRDZKwF6w
http://www.youtube.com/user/kankocho#p/a/u/0/PM6nUfC9hLU
http://www.youtube.com/kankocho#p/a/u/1/UmXJ9nZM2_Y
http://www.youtube.com/user/kankocho#p/a/u/1/jdvlvSp7W18
http://www.youtube.com/user/kankocho#p/a/u/0/4ZcuHtZk7-w
http://www.youtube.com/user/kankocho#p/a/u/0/53odaWE3q1o
http://www.youtube.com/user/kankocho#p/a/u/0/j-DjmsOQtAg
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３．スポーツ観光関係イベントへの支援 

    観光庁もしくは国土交通省の後援名義付与 

     詳細は別紙の通り・・・２２年度約６０件付与 

 

    長官の登壇等による機運醸成 

   ２０１０釜山・福岡スポーツ観光交流親善試合   平成２２年２月  

   HSBC アジア五カ国対抗２０１０日本 VS 香港戦         ２２年５月 

第３０回全日本トライアスロン皆生大会            ２２年７月 

   世界柔道選手権２０１０東京大会            ２２年９月９～１３日 

   鈴鹿Ｆ１日本グランプリ～大臣が１位のレーサーへ優勝杯授与～ ２２年１０月１０日 

   サンポート高松トライアスロン大会～瀬戸内国際体育祭～ ２２年１１月３日 

   第三回奄美桜マラソン                 ２３年２月６日 

   東京マラソン                     ２３年２月２７日 

   楽天イーグルス、ベガルタ仙台ホーム開幕戦       ２３年４月２９日 

   フォーミュラ日本２０１１開幕戦              ２３年５月１５日 

 

４．国際大会誘致・開催への支援、連携 

誘致支援  

 ２０２２年サッカーワールドカップ（日本の魅力ＰＲ素材提供等） 

２０１２年ロンドン五輪男子ホッケー予選大会（誘致に向けた観光庁長官推薦状の発出）  

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｵｰﾙﾃﾞｨｰｽﾞﾜｰﾙﾄﾞﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（ 招 致 会 見 に ビ デ オ メ ッ セ ー ジ を 送 付 ）  

開催支援・連携  ・・・別添資料あり  

 世界柔道２０１０（日中韓観光大臣会合での長官ＰＲ、成田空港・ホテルでのＰＲ） 

 鈴鹿Ｆ１日本グランプリ（鈴鹿 F1 日本グランプリ地域活性化協議会へのｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ参加）  

 女子バレー世界選手権２０１０（上海万博等におけるプロモーション）  

 

５．震災後の風評被害対策 個別の国際競技大会における開催誘致支援他 

（１）スポーツアコード国際会議 in ロンドンにおける長官レターの配布（4 月 2 日） 

   「地震の影響を受けていない多くの地域では、これらの災害による影響はなく、通 

  常の生活が営まれており、スポーツ大会、合宿、国際会議等が問題無く開催できる状 

  況である」旨のレターを世界のスポーツ関係者に配付。 

  ※同会議は IOC や GAISF（国際スポーツ団体総連合）、IWGA（国際ワールドゲームズ 

協会）、IMGA（国際マスターズゲームズ協会）、ASOIF（オリンピック夏季大会競技団 

  体連合）、AIOWF（オリンピック冬季大会競技団体連合）、ARISF（IOC 承認国際競技 

  団体連合）の理事会・総会を同じ会場で行う総合的なスポーツの国際会議 
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（２）世界体操 2011in 東京 ・・・別添資料あり 

※ロンドン五輪の男女団体総合の予選を兼ねる重要大会 

  ①国際体操連盟(FIG)及び各国選手への長官レターの発出(それぞれ 4 月 6 日､5 月 15 日) 

 ②FIG への大臣レターの発出（5 月 22 日）※文科・外務両大臣もレター発出 

 ③震災後の日本のイベント開催状況と安全性についての資料提供 

 ④世界体操評議員会(米国ｻﾝﾉｾﾞ)における観光庁審議官の出席・スピーチ（5 月 22 日） 

  文科省芦立課長、外務省猪俣サンフランシスコ総領事、東京都佐藤副知事も出席。 

  →日本開催（10 月 7 日～10 月 16 日）で決定  

 

（３）ワールドカップバレー・・・別添資料あり 

 ①国際バレーボール連盟（FIVB）会長への長官レターの発出（4 月 6 日） 

 ②FIVB 会長への大臣レターの発出（5 月 21 日）、文科大臣もレター発出。 

 ③震災後の日本のイベント開催状況と安全性についての資料提供 

  →概ね日本開催（男子：11 月 20 日～12 月 4 日 女子：11 月 4 日～13 日）の方向（都 

  市は札幌、富山、長野、東京、浜松、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡、熊本、鹿  

  児島を予定） 

 

（４）ITU ﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾜｰﾙﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟｼﾘｰｽﾞ横浜 ・・・別添資料あり 

 ①国際トライアスロン連盟（ITU）会長への長官レターの発出（4 月 13 日） 

→秋（9 月 18 日～19 日）に延期して開催することが決定 

 

（５）ラグビーパシフィックネイションズカップ 

 ①国際ラグビーボード会長及びアジアラグビーフットボール協会会長へ長官レター発出 

 （4 月 15 日） 

  →開幕戦（7 月 2 日）のみ日本開催（東京・秩父宮）を維持（残り５試合はフィジー） 

 

（６）ゴールデンオールディーズ・ワールドラグビーフェスティバル（GOWRF）in 福岡 

 ①GOWRF 事務局長への長官レターの発出（5 月 13 日） 

  →現状では予定通り（来年 10 月 28 日～11 月 4 日）、福岡で開催の方向 

 

（７）ロードレース世界耐久選手権シリーズ 鈴鹿８時間耐久ロードレース 

 ①(財)日本モーターサイクルスポーツ協会と連携し、モータスポーツの国際統括団体で 

ある国際モーターサイクリズム連盟（ＦＩＭ）会長へ長官レターの発出（6 月 10 日） 

    →現状では予定通り（今年 7 月 29 日～31 日）、三重県鈴鹿サーキットで開催方向 

 

（８）トライアル世界選手権シリーズ 日本グランプリ大会 

 ①（７）と同じ 

   →現状では予定通り（今年 8 月 20 日～21 日）、栃木県ツインリンクもてぎで開催方向 
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（９）モトＧＰロードレース世界選手権シリーズ 日本グランプリ大会 

 ①（７）と同じ 

    →現状では予定通り（今年 9 月 30 日～10 月 2 日）、栃木県ツインリンクもてぎで 

開催方向 

 

（１０）Ｆ１ 日本グランプリ 

 ①㈱モビリティランド（鈴鹿サーキット）へ震災後の日本のイベント開催状況と安全性 

についての資料提供 

    →現状では予定通り（今年 10 月 7 日～9 日）、三重県鈴鹿サーキットで開催方向 

 

 

 ６．平成２２年度スポーツ関係のビジット・ジャパン事業・地方連携事業 

   ・・・別添資料あり 

  この他、全世界に向けて日本のスキーをはじめとしたスポーツ情報を含むＤＶＤを作 

成してスポーツツーリズムのＰＲを行っています。 



世界大会における連携事例① 世界柔道選手権2010東京大会 

到着出口ロビーでの 

       横断幕、ポスター等の掲示 

成田空港でのPR 

大会の認知、観客増に向けて出発前、日本到着時、滞在中と段階ごとの告知で協力。 

会場周辺ホテルでのPR 

日本到着時 

到着出口ロビー内モニターでの  

          大会告知ＶＴＲの放映 

観光案内所での世界柔道告知 

        チラシ設置及び大会案内 

公の場でのPR 

出発前 滞在中 

訪日を検討する外国人に対し、観光庁長官や 

日本政府公式の観光HPにおいて、世界柔道の 

大会情報を発信し、訪日及び大会来場のきっかけ 

に繋げる。 

日中韓観光大臣会合において 

  観光庁長官が各国大臣・メディアに 

    直接PR 

日本政府観光局（JNTO）HP上で 

  世界柔道関連記事・動画の掲載 

   大会公式HPとのリンク 

日本に到着して真っ先に目にする成田空港での 

告知により、訪日外国人観光客への効果的なPR 

と共に帰国した日本人に対しても大会への認知度 

を高める。 

会場に近い周辺ホテルでの告知で、大会機運の 

醸成と直接的な集客効果を図る。 

客室内への世界柔道告知チラシの 

  設置 

ホテルコンシェルジェでの 

  世界柔道告知チラシ設置 

   及び大会案内 
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資料１別添 



正式名称 ： ２０１０ＦＩＡ Ｆ１ 世界選手権シリーズ 第16戦 日本グランプリレース 
開催日程 ： ２０１０年１０月８日（金）～１０日（日） 
開 催 地 ： 鈴鹿サーキット国際レーシングコース（三重県鈴鹿市） 
主   催 ： 株式会社モビリティランド 鈴鹿サーキット 

大会概要 

○ Ｆ１世界選手権はモータースポーツの最高峰であり、世界１８ヶ国で１９戦（2010年）が開催され、世界180ヶ国以上、年間のべ約６億人がテレビ観戦
する世界最大級のスポーツイベント。 

○ 我が国においても、「日本グランプリ」が１９８７年以降毎年開催され、例年のべ約３０万人が来場。 
○ グランプリ期間中は世界各国から約５００人のメディアが訪れ、日本の情報を発信している。 
○ ２００６年のグランプリ開催に伴う経済効果は約３００億円との試算。 

全世界が日本に注目する機会であるとともに、国内外から多くの人的交流を促進。 

スポーツ観光の趣旨に大いに合致するものであることから、観光庁も全面的に協力。 

今年度より、地元の自治体・関係企業等により構成される 

「鈴鹿Ｆ１日本グランプリ地域活性化協議会」に観光庁がオブザーバー参加し、
Ｆ１を核とする地域と連携したインバウンド戦略を展開。 

１０月１０日（日）の決勝レース後の表彰式において、国土交通大臣が初めてプレゼンターとして登壇し、
優勝レーサーにトロフィーを授与。併せて、観光の魅力を内外にアピール！ 

国土交通大臣プレゼンター出席 

【2010日本グランプリプレゼンター】  国土交通大臣、三重県知事、鈴鹿市長、日本自動車連盟会長 
 

表彰式の様子 

世界大会における連携事例②Ｆ１日本グランプリ２０１０ 
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権威付けによる応援 

○ 国土交通省及び観光庁の後援名義の付与 
○ 国土交通大臣の大会特別名誉顧問への就任 
○ 観光庁長官の大会名誉顧問への就任 
○ 事前リリース及び大会公式プログラムへの国土交通大臣・観光庁長官メッセージ 
○ 国土交通副大臣からのメディア向けメッセージ 



世界大会における連携事例③2010女子バレー世界選手権 

◎第七回上海世界旅游資源博覧会（WTF）5月27日～5月29日  

  ・テレビモニターでの世界バレー映像の放映 

  ・世界バレーチラシの配布 

◎上海万博 JAPAN FESTIVAL ７月１５日～７月２１日  

  ・テレビモニターでの世界バレー映像の放映 

  ・世界バレーチラシの配布 

2010年10月から日本国内各地において開催された女子バレー世界選手権の機会を活用しインバウン
ドを促進するべく大会主催者と連携して共同PRを実施。 

大会前には開催地各地の観光地と共に世界バレーの開催をPRできる映像素材を制作いただき上海万
博及び各旅行博で放映。大会期間中にも主催者や各地域の協力を得て各種プロモーションを実施。 

◎韓国国際観光展KOTFA ６月３日～６月６日  

  ・テレビモニターでの世界バレー映像の放映 

  ・世界バレーチラシの配布 

◎上海万博長官記者会見時や長官中国記者取材時でのバレーボール 

  世界選手権への言及や旅行会社の紹介等。 

 

 

中国 

韓国 

大会前 

大会期間中 

◎大阪において各国のメディアに対してファムツアーを実施  
◎大会期間中メディア・選手・関係者へのパンフレット等の配付による日本PR 
◎各地域でポスターおよびチラシの配布 
◎大阪市体育館においてブースを設置し訪日外国人等へのPR 

KOTFAでのPR 

淀川クルーズ 
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設置趣旨 
世界的・全国的に活躍するスポーツ選手（元選手）を
「スポーツ観光マイスター」として任命し、あらゆる
機会を利用してスポーツを核とした国内旅行及び訪日
旅行をＰＲしていただくことによりマイスターの世界
的・全国的な知名度を活かした観光魅力を発信し、ス
ポーツ観光推進の一層の機運醸成を図る。 

現在のマイスター 

寺田陽次郎（ル・マン） 
ル・マン２４現役最多出場記録を持ち、唯
一の外国人理事を務める。 
モータースポーツの盛んな欧州での抜群の
知名度を活かしての訪日観光ＰＲを期待 

フィリップ＝トルシエ（サッカー） 
元日本代表監督で現在、ＦＣ琉球総監
督。サッカーの盛んな地域への知名度
を活かして沖縄を中心とした日本の魅
力ＰＲ及び国際大会誘致を期待。 

小原工（トライアスロン） 
アジア大会５回優勝で、シドニーオ
リンピックにも出場した実績をもつ。 
米子市観光協会に所属し、Ｄｏス
ポーツの観点からスポーツ観光を推
進している。 

船木和喜（スキー） 
長野オリンピックではラージヒル個
人、団体で金メダル。ノーマルヒル
で銀メダルを獲得。その飛型は「世
界一美しい」と言われ、世界選手権
でも金メダル２個、銀メダル３個を
獲得。ワールドカップでは日本人最
多の１６勝。1999年にプロのジャ
ンプ選手として世界と戦うため独立。 

篠宮龍三（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ） 
フリーダイビングの国内唯一のプロ選
手として国際大会で活躍。アジア記録
（世界4位）である115mの記録を。 
沖縄でのスクール活動や海洋保護等を
訴えるプロジェクト活動も推進。 

小林可夢偉（Ｆ１） 
現役Ｆ１ドライバー。９歳でカートを始
め、全日本カートチャンピオン、ＧＰ２
アジアシリーズチャンピオンを経て、
2009年Ｆ１デビュー。今年はザウバー
のドライバーとしてフル参戦。非力なマ
シンながら印象的な走りを展開中。 

荻原健司（スキー） 
元スキー競技者。元経産大臣政務官。ノ
ルディック競技の中心選手として活躍し、
92年・94年の冬季オリンピック2大会連
続で金メダル受賞。現役時代の活躍から
「キング・オブ・スキー」の異名を取る。 

朝日健太郎（ビーチバレー） 
男子バレー日本代表として活躍し、ビーチ
バレーでは北京オリンピックに出場、日本
ビーチバレー男子史上初の勝利を挙げる。 
日本の貴重な観光資源であるビーチを守る
活動も推進中。 

浦田聖子（ビーチバレー） 
ビーチバレーでワールドツアー
入賞、アジア大会に出場など日
本女子のトップ選手として活躍。 
日本の貴重な観光資源である
ビーチを守る活動も推進中。 

塚原光男（体操競技） 
オリンピック３大会で５個の金メダル
を獲得。跳馬で「ツカハラ跳び」、鉄
棒では「月面宙返り」を開発。 
世界的な知名度を活かしての訪日観光
ＰＲを期待。 

大林素子（バレー） 
元バレー全日本代表。日本バレーボー
ル協会テクニカル委員。全日本の中心
選手として活躍し、199５年にはセリ
エＡと日本人初のプロ契約。1996年
にアトランタ五輪に出場し、翌年に現
役引退。日本人に馴染みの深いバレー
を通じたスポーツ観光ＰＲを期待。 

ドラガン＝ストイコビッチ（サッカー） 
世界的なサッカープレーヤーであり、 
日本でも活躍し、現在は名古屋グラン 
パスの監督として初のＪリーグ制覇に 
導いた。サッカーを通じて人々に夢を 
与えると共に、我が国の持つ魅力を世界 
にＰＲすることに期待。 

スポーツ観光マイスターの任命状況           平成２３年６月１４日現在 

 

川合 俊一（バレー） 
元バレーボール全日本代表。現在
はタレントとしてテレビでも活躍
中。ビーチバレー連盟会長でもあ
り、バレーボールの裾野を広げる
ために各所でコーチング中心に活
動中。 

廣道 純（車いすレーサー） 
シドニー、アテネパラリンピック
と800ｍで連続銅メダルを獲得。
短距離レースからフルマラソンま
で幅広い種目で活躍。健常者マラ
ソンと車いすマラソンの融合でき
る大会を増やすべく活動中。 

任命予定のマイスター 
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スポーツ観光マイスターシンポジウム  平成23年1月27日（木） 

■開催概要 

日程  ： 平成23年1月27日（木） 

時間  ： シンポジウム  15：00～17：00 

会場  ： シェラトン都ホテル東京 

参加者 ： 約200名 

内容    １．講演  ・荻原健司 氏 

       ２．テーマディスカッション 

  ・溝畑宏長官、他パネリスト７名（下記参照） 

 

■出演のパネリストの皆様 

荻原健司 氏 / 寺田陽次郎 氏 / 小原工 氏 /  

朝日健太郎 氏 /  浦田聖子 氏 / 篠宮龍三 氏 / 

 大林素子 氏 （順丌同） 

日本スキー発祥１００周年に当たる年を迎え、ス
キーやスノーリゾートを中心とする日本の冬季ス
ポーツのポテンシャルを活用した観光需要の拡大
を目指し、併せてオールシーズンのスポーツ観光
の現状と課題をテーマとしたスポーツ観光マイス
ターによるシンポジウムを開催しました。 
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国内旅行振興キャンペーン 

 このたび、国内旅行振興キャンペーン第1 弾(4 月～6 月)を実施するにあたり、旅行を通じて被災地の直接の支援につな
がる取組や風評被害や出控え解消に資する旅行造成やイベント等に取り組んでいただくともに、その際には日本の観光復

興に向けたシンボルとして、下記のロゴマークとキャッチフレーズの積極的なご活用を頂くようにお願いいたします。 

 厳しい状況がまだまだ続きますが、被災地を支援するとともに、風評被害を払しょくし、国内旅行の振興に向けて、業界・
関係者一丸となって、がんばっていきましょう！！ 

【ロゴマーク】 
 

がんばろう！日本 
 

対象：①観光・旅行を通じて、被災地に対する直接の支援につながる取組（例えば、義援金付ツアーの実施等） 
    ②風評被害を受けている主に東日本向け旅行を促進させる取組 

    ③その他、全国における国内旅行需要を喚起させる取組 

「がんばろう！日本」～官民合同による国内旅行振興キャンペーン第１弾スタート！！～（4月21日） 

旅行を通じた被災地域復興支援及びそれ以外の地域への旅行振興を図るべく、観光・交通関係業界と連携
して、官民合同による「国内旅行振興キャンペーン」を実施することを決定。 

 

第１弾の取組として、旅行を通じた被災地への直接の支援に資する取組や、風評被害の払しょくにつながる
取組等のシンボルとして、「がんばろう！日本」というフレーズとともに、共通のロゴを掲げ、観光・交通関係業

界と一丸となって、国内旅行の振興を図ることとした。 

国内旅行振興キャンペーン 第1弾（4月～6月）ロゴ・キャッチフレーズ について 
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１．オーロラビジョンによる東北応援メッセージ 

 溝畑長官×ﾄｰﾀﾙﾃﾝﾎﾞｽ（ｺﾗﾎﾞ）からの東北応援ビデ
オを放映しました。 

 

 

 

 

 

 

 

楽天ｲｰｸﾞﾙｽ＆ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台の本拠地開幕戦における取組 

東北運輸局、東北観光推進機構、観光庁が中心となり、４月２９日（金・祝）のプロ野球球団・東北楽天ゴー

ルデンイーグルス及びＪリーグ・ベガルタ仙台の本拠地開幕戦を、震災からの復興に向けたターニングポ

イントとして位置付け、各種連携策を推進しました。 

１．東北の食と観光のＰＲブースの設置 

  球場外に東北の食と観光のＰＲブースを設置し、 

 復興に 向けた情報発信を行いました。 

  （例）名産品の配布、食の安全や観光のＰＲ、 

     復興に向けた取り組みの紹介、 

     著名人からのメッセージの紹介 等 

 

 

 

 

 

 

２．テレビ放送との連携 
TBSに全国的な発信に協力いただき、
「絆-きずな-プロジェクト」と連携した展示

を行いました。 

東北楽天ゴールデンイーグルス 

 VS オリックスバファローズ（１３時～） 
  ＠日本製紙ｸﾘﾈｯｸｽｽﾀｼﾞｱﾑ宮城 

球団作製ワッペン 

ベガルタ仙台 

 VS 浦和レッドダイヤモンズ（１４時～） 
  ＠ユアテックスタジアム 

Ｊリーグ復興応援 

ロゴ＆キャッチフレーズ 

× 

ブース状況 
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世界トライアスロン 

国際競技大会の日本開催への引き留め 

日時・場所：平成２３年５月２２日（日）、於米国 

出席者：国際体操連盟評議員他、(財)日本サンロゼ体操協会 会長 二木会長 

       ＪＯＣ水野副会長、 外務省猪俣在サン フランシスコ総領事、 

       東京都佐藤副知事、文部科学省 芦立課長、観光庁山田審議官。 

概要：日本から、放射線データ、大畠国交大臣のメッセージ、ファビアン（独）選手や 

      内村選手のビデオなどを活用しつつ、東京の安全性・快適性を説明。 

結果：体操協会の根回しとオールジャパンの取り組み姿勢が功を奏し、当初予定通り 

      １０月大会は東京で実施されることが評議委員会で確認された。 

5/22：世界体操プレゼン時、
会場のプロジェクターに 

大畠国交大臣のメッセージ
が映される。 

世界体操大会ポスター 
日時・場所：平成２３年５月２１日（土）、於スイス：ローザンヌ 

出席者：国際バレーボール連盟評議員他。立木バレーボール協会会長、小島理事、 

        小田切事務長など。 

概要：日本から、放射線データ、大畠国交大臣のメッセージなどを活用しつつ、東京   

     の 安全性・快適性を説明。 

結果：バレーボール協会の根回しとオールジャパンの取り組み姿勢が功を奏し、当初 

     の予定通り、大会は日本で実施されることが評議委員会で確認された。 

日時：平成２３年５月１６日（月） 
概要：日本から、放射線データ、観光庁長官のメッセージなどを活用しつつ、横浜の     

     安全性・快適性を説明。 

結果：日本トライアスロン協会の根回しとオールジャパンの取り組み姿勢が功を奏し、 

     予定通り大会は横浜で実施されることが世界トライアスロン協会で決定された。 

世界体操 

世界バレー 
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○ 国際会議等の開催については、復興を海外に向けてアピールし、また、地域に大きな経済波及効果をもたらすことが
期待されるため、復興を図る観点から極めて重要 

 

 ○ 東日本大震災を受け、被災地以外においても、開催に特段の支障がないと考えられるにもかかわらず、主催者に
おいて開催を見直す動きがある 

○ このため、国際会議の主催者等に対して、観光庁から、正確な情報を迅速に提供することとし、特に、キャンセルを 

  検討している主催者等に対しては、観光庁長官から、開催地の状況に関する情報とともに、「復興を支援していただく 

  ためにも日本で開催していただくようお願いする」旨のレターを発出し、キャンセルの拡大の防止に努めているところ 

【事例１】 
 

会     議     名 ：第23回国際血栓止血学会 （ISTH 2011） 
開  催  期  日 ：2011年7月23日－28日 

開  催  都  市 ：京都市（国立京都国際会館） 
学 会 の 内 容：心筋梗塞、脳血栓等の血栓症、更に血友病のような出    

          血性疾患の病態、診断、予防、治療などについて発表、  

          討論する学会 

参加予定人数：7,000名（海外6,000名、国内1,000名）約79カ国（予定） 

【事例２】 
 

会    議   名 ：  Academy of International Business 2011 Annual    

                         Meeting 

開  催  期  日 ：2011年6月24日－28日 

開  催  都  市 ：ウインクあいち（愛知県産業労働センター） 
学 会 の 内 容： 国際経営の研究・実務に関して発表、討論する学会 

参加予定人数：1,200名（海外1000名、国内200名）約77カ国（予定） 
 

【事例３】 
 

会     議     名 ：Worldsleep2011 

開  催  期  日 ：2011年10月16日－20日 

開  催  都  市 ：京都市（国立京都国際会館) 

学 会 の 内 容：睡眠学の進歩・発展に貢献することを目的とした会議 

参加予定人数：2,500名（海外900名、国内1600名）約49カ国（予定） 

【事例４】 
 

会     議     名 ：万国外科学会 

開  催  期  日 ：2011 年8月28日－9月1日 

開  催  都  市 ：横浜市（パシフィコ横浜） 
学 会 の 内 容：外科系複数領域の研究発表、を討論する学会 

参加予定人数：3,000名（海外1,500名、国内1,500名）約30カ国（予定） 

 

国際会議等の日本開催に関するキャンセル等への対応について 

【レターを発出した案件のうち、予定通り我が国で開催されることとなった事例】 
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スポーツイベントを含む観光関連行事への協力 

平泉の世界文化遺産登録を契機とした行事 

お祭り、スポーツイベント等への支援 

・東北各地で開催されるお祭り、スポーツイベント等について、観光庁長官の出席、著名人の招請への協力等により支援。   

・平泉の世界文化遺産登録を契機として、地元自治体等との連携により、東北の観光復興をＰＲする行事の開催を検討。 

              
   

①楽天VSオリックス＠ Kスタ宮城（仙台市・4月29日） 

②ベガルタ仙台ＶＳ浦和レッズ＠ユアスタ仙台（仙台市・4月29日） 

球場外に東北の食と観光のＰＲブースを
設置し、復興に向け情報発信を実施。また、
TBSの協力によりに「絆-きずな-プロジェ
クト」と連携した展示を実施。 

 スタジアム内のオーロラビジョンに溝畑長
官×トータルテンボス（コラボ）からの東北
応援ビデオを試合前に放映。 

 

 

 

 

 

 

 

実施済 

海外の著名人からのメッセージや国内外の有名アーティ
ストのイベントについて調整中。 

 

 

 

 

イベント開催に向けた側面支援、観光庁後援名義や長官
登壇、サイドイベント等の仕掛けを検討中。 

 

 

 

①巨人VSヤクルト 
＠郡山開成山野球場（郡山市・ 6月28日～29日） 

②東北再生KICK OFF EVENT （仮称）  
 ＠會津風雅堂大ホール（会津若松市・6月下旬～7月上旬） 

○5月7日に国際記念物遺跡会議（イコモス）から、平泉の文化遺産について登録勧告。 

○6月19日～29日の第35回世界遺産委員会で登録の可否について正式決定の見込み。 

○地元自治体等が7月以降に各種イベント等の実施に向けて調整中。 

○地域の要望もふまえ、観光庁長官等の参加を検討。 

   

 

調整中 

調整中 

⑤いわき市の観光関係者への応援 
＠大臣室・長官室（5月12日） 
フラガールをはじめとした福島県いわき市の観光関係者が
来省し、観光復興に向けた意見交換や激励を実施。 

 

 

 

 

④ 「がんばろう岩手！ 北上展勝地の桜」の応援  

（北上市・5月2日） 
北上展勝地のさくらまつりを田端部長が訪問し、激励する
とともに、岩手県副知事や北上市長等との意見交換や激
励を実施。 

武藤次長が弘前さくらまつりの会場を訪問し、青森県知事
らと共に、一丸となった東北復興とＤＣの盛り上げへの取
組を表明。 

③「東北復興プロジェクト in 弘前」の応援 
＠弘前公園（弘前市・4月29日） 
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JNTOのWebsiteにて、正確な情報と日本の“いま”を発信 

主に、国内にいる外国人旅行者に向けた情報提供（英・中
（簡体/繁体）・韓）を震災当日（３/１１）より実施 

災害関係情報 

・震災関連情報 

・原発関連情報 

・計画停電情報     等 

公的機関情報 

・行政機関関連情報 

・国連機関関連情報 

・在日外国公館情報   等 

その他 

・災害時医療通訳サービス 

・安否確認情報   等 

交通情報 

・エアライン運航情報 

・鉄道・バス運行情報   等 

発信情報の追加 

災害関係情報 公的機関情報 

その他 

交通情報 

エリア別の旅行情報 

・地図を使った正確な情報 
・エリアごとの交通情報 

・地図を使った正確な情報    
 （特に原発関連情報） 

今後の情報発信の４つのポイント 

・主要観光施設情報 
・イベント情報 

・動画・写真を使った 
 日本の“いま”の発信 

主に、海外にいる外国人旅行者に向けた情報（英・中（簡
体/繁体）・韓）を提供 

１．海外ではわからない日本の“いま”の発信 

２．被災地とその他の地域と分けた情報提供 

３．情報をより分かりやすく発信 

４．海外の外国人旅行者を意識した情報発信 

※ ポール・スミス氏や日本にいる外国人の動画を掲載 
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著名な外国人から「日本の今」をメッセージビデオで発信 

 来日、もしくは日本で生活する著名な外国人から、「日本は安全であること、生活する上
で何ら問題がないこと」について、動画メッセージを頂き、観光庁HP（観光庁ＴＶ）及びＪＮ
ＴＯのＨＰ（Japan Now on Youtube）で紹介することで、風評被害を防止し、インバウンド

の回復を図る。  
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【野球】  
オリックス・ 
バファローズ 

 
イ＝スンヨプ選手 

 
（韓国）  

【ビーチバレー】  
 
 

ケイシー＝  
パターソン選手  

 
（アメリカ）  

【ラグビー】  
国際ラグビー 

評議会 

 
ミラー事務局長  

 
（ニュージーランド）  

【ラグビー】  
国際ラグビー 

評議会 

 
ラパセ会長 

 
（フランス）  

【Ｆ１】  
 
 

セバスチャン＝  
ブエミ選手  

 
（スイス）  

JNTO 「Japan Now on Youtube」：http://www.jnto.go.jp/eq/eng/06_video.htm 

http://www.jnto.go.jp/eq/eng/06_video.htm


関係者からの応援メッセージを観光庁HPで紹介 

・スポーツ観光マイスターを中
心に、関係者から寄せられた
応援メッセージを観光庁HPで
紹介すると同時に、各々の知
名度を生かし、広く世界に向け
た日本の情報発信をお願いし
ております。 

 
h t t p : / / w w w . m l i t . g o . j p / k a n k o c h o / g e n k i _ n a v i . h t m l  
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メッセージビデオの事例(Sebastien Buemi) 

○日本大震災で被害を受けた日本にエナジーを届けるべく、レッドブル・レーシングによるF1デモ走
行を実施。6月5日（日）に横浜市で、前日の4日（土）には千葉県幕張海浜公園で開催された音楽
フェスティバル「BIG BEACH FESTIVAL '11」の会場内でセバスチャン・ブエミがレッドブルのF1マシン

を走らせた。  
 

○イベントの場で、「3月の震災以来、こうして日本に来ることが出来、うれしく思う」とコメント。 
 

○イベント後に行われたメッセージ動画撮影では、「今、僕は日本に来ています！すごい沢山の人の
前で走って楽しかったし、興奮しているよ。日本に来れて嬉しいし日本をエンジョイしてるよ。また、
10月にはF1日本グランプリが鈴鹿で開催されるので、また日本に戻ってきます。ぜひ、鈴鹿には応

援に来て欲しいです。」と表明。 
 

※ セバスチャン・ブエミ 
○ スイス国籍の現役Ｆ１ドライバー。レッドブル・レーシングのリザーブ＆テストドライバーを経て、2009年にスクーデリア・トロロッ
ソからF1デビュー。自動車レースが禁止されているスイス出身のドライバーがF1まで上り詰めるだけでも大変なことだが、セバス

チャンはF1デビュー戦でポイント獲得を成し遂げた数少ないドライバーのひとりとして人気を博す。 

メッセージ動画の撮影 デモ走行イベント 横浜の景色をバックに記念撮影 

© F1-Gate 
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平成２２年度 スポーツ関係のビジット・ジャパン（ＶＪ）事業・地方連携事業 

【ゴルフ旅行博出展調査事業（平成22年11月16日～18日）】 
イベント名：International Golf Travel Market（IGTM） 
開  催  国：スペイン 

参加者数：約1,400名（ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ約600名、ﾊﾞｲﾔｰ約350名、ﾌﾟﾚｽ約140名） 
  
（目的） 

世界中から集まるバイヤーに対し、ゴルフ旅行の目的地としての日本を強
く印象付け、新たな訪日需要の開拓・拡大促進を図るとともに、その効果
や今後の可能性について調査する。 
  
（出展内容） 
・ジャパンブース出展 

（ BtoBの個別商談会）、 

・共同出展者による説明会、 

・アンケート調査の実施 

  旅行博・イベント出展事業 

  旅行促進事業 

 
各地方運輸局において、以下のスポーツに関するメディア（専門誌）や旅
行会社の招請、WEB広告、イベント出展、旅行商品広告等を実施（計16

事業） 
 

（順不同） 
ゴルフ、スキーをはじめとするスノーレジャー、モータースポーツ、サイクリ
ング、マラソン、トレッキング 等 
 

※地方連携事業・・・ 地域と共同で実施するVJ事業。国は総費用の1/2を
上限に地域（自治体・民間等）と連携して事業を実施。 

【スキー100周年をフックにしたプロモーション】 
各VJ事業においてスキー・スノーボードをはじめとするス
ノーレジャーを扱ったプロモーションを展開 
（展開例） 
・各国・地域ごとに旅行専門誌等のメディア招請を実施、
訪日旅行特集ページにおいてスノーレジャーを特集 
・ Facebook上のゲームアプリを制作し、展開 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【英・独・仏・豪における潜在的需要調査事業】 
調査結果に基づき、 
マウンテンバイク、 
ハイキング、スキーを 
テーマにした広告展開、 
態度変容調査を実施 

 
 
【訪日スノーレジャー取扱旅行会社招請事業】 
（中国・韓国・台湾・香港・シンガポール） 
スノーレジャーをテーマとした旅行商品の造成・販売促進
支援を目的とした招請や商談会などを実施 

ビジット・ジャパン(ＶＪ)事業 

地方連携事業 
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平成２２年度観光庁後援名義発出状況         
番号 大会名 行事等の開催時期 主催者（申請者） 行事等の概要 番号 大会名 行事等の開催時期 主催者（申請者） 行事等の概要

1
サニックス2010ワールドラグビー
ユース交流大会

2010/4/30～2010/5/3
（財）日本ラグビー
フットボール協会

国際スポーツ大会 29
日韓クラブチャンピオンシップ
2010

2010/11/13～2010/11/13
社団法人
日本野球機構

プロスポーツ大会

2
第１回館山わかしおトライアスロン
大会

2010/7/11～2010/7/11

館山わかしおトライ
アスロン大会実行
委員会（館山市そ
の他）

市民スポーツ大会 30 ベースボールクリスマス2010 2010/12/4～2010/12/４ プロ野球選手会
市民スポーツイベ
ント

3
2010女子バレーボール世界選手
権

2010/10/29～2010/11/14
財団法人日本バ
レーボール協会

国際スポーツ大会 31
ワールドスノーボードフェス
ティバル2011

2010/2/12～2010/2/12
ワールドスノーボー
ドフェスティバル
2011実行委員会

市民スポーツイベ
ント

4
第30回全日本トライアスロン皆生
大会

2010/7/17～2010/7/19
皆生トライアスロン
協会

全日本スポーツ大
会

32 マリンピックin沖縄プレ大会 2010/10/31～2011/11月上旬
財団法人　社会ス
ポーツセンター

プロスポーツ大会

5
ＡＩＤＡフリーダイビング世界選手
権2010沖縄

2010/6/30～2010/7/10
フリーダイビング世
界選手権2010沖縄
実行委員会

国際スポーツ大会 33 京都ツーデーウォーク2011 2011/3/5～2011/3/6
京都ツーデー
ウォーク実行委員
会

市民スポーツイベ
ント

6
アイアンマン70.3セントレア常滑
ジャパン

2010/9/19～2010/9/19
アイアンマン70.3セ
ントレア常滑ジャパ
ン実行委員会

国際スポーツ大会 34
スポーツウインターミーティン
グ

2011/1/15～2011/1/15
スポーツウインター
ミーティング実行委
員会

シンポジウム

7
スポーツコミッションシンポジウム
～スポーツを活かした地域の活
性化に向けて～

2010/6/11～2010/6/11
財団法人日本ス
ポーツコミッション

シンポジウム 35
スポーツコミッションシンポジ
ウム3～魅力ある地域づくりと
スポーツ・ツーリズム～

2010/12/20～2010/12/20
財団法人日本ス
ポーツコミッション

シンポジウム

8 第20回世界少年野球大会 2010/7/29～2010/8/6
財団法人世界少年
野球推進財団

国際スポーツ大会 36 グランドスラム東京2010 2010/12/11～2010/12/13
財団法人　全日本
柔道連盟

国際スポーツ大会

9
日韓交流湘南ひらつか七夕記念
サッカープレーシーズンマッチ

2010/7/3～2010/７/3
特定非営利法人湘
南ベルマーレス
ポーツクラブ

国際スポーツ大会 37 第13回鈴鹿シティマラソン 2010/12/19～2010/12/19 鈴鹿市 市民スポーツ大会

10
第6回フレンドシップサイクルフェ
スティバルin富士スピードウェイ

2010/8/15～2010/8/15
サイクリングフェス
ティバルin小山実
行委員会

市民スポーツ大会 38
日本スキー発祥100周年東京
スノーワールドinお台場

2010/12/17～2010/12/19
日本スキー発祥100
周年委員会

市民スポーツイベ
ント

11 マリンダイビングフェア2011 2011/4/１～2011/4/3
マリンダイビング
フェア実行委員会

国際展示会 39 ＴＡＫＥ　ＡＣＴＩＯＮ　in宮崎 2011/1/10～2011/1/10
ＴＡＫＥ　ＡＣＴＩＯＮ
in 宮崎実行委員会

プロスポーツ大会

12
TOUR DE FUKUOKA～トップラン
ナーシティＦＵＫＵＯＫＡがアジア
の未来を創る～

2010/11/28～2010/11/28
社団法人福岡青年
会議所

国際スポーツ大会 40 ビーチライフ in 沖縄2011 2011/3/20～2011/3/21
特定非営利活動法
人日本ビーチ文化
振興協会

市民スポーツイベ
ント

13
サンポート高松トライアスロン大会
～瀬戸内国際体育祭～

2010/11/3～2010/11/3
サンポート高松トラ
イアスロン大会実
行員会

市民スポーツ大会 41
千葉県サイクルツーリズム推
進シンポジウム

2011/3/14～2011/3/14 千葉県 シンポジウム

14 世界柔道選手権2010東京大会 2010/9/9～2010/9/13
財団法人全日本柔
道連盟

国際スポーツ大会 42 東京セブンス２０１１ 2011/4/16～2011/4/17
財団法人 日本ラグ
ビーフットボール協
会

国際スポーツ大会

15 ＮＡＫＡＳＵ　ＪＡＺＺ　2010 2010/8/27～2010/8/28
財団法人福岡青年
会議所

国際イベント 43 美ら島リーグ 2011/1/23～2011/2/14
株式会社沖縄ド
リームファクトリー

プロスポーツ大会

16
夏休みスポーツキッズタウンフェ
スタ２０１０

2010/8/10～2010/8/11
福岡西部副都心ま
ち創り活性化推進
協議会

市民スポーツ大会 44
2011トライアスロン総合博覧
会

2011/3/4～2011/3/6
トライアスロン総合
博覧会実行委員会

国際展示会

17
横浜シーサイドトライアスロンin横
浜・八景島シーパラダイス

2010/9/4～2010/9/5
横浜シーサイドトラ
イアスロン大会実
行委員会

市民スポーツ大会 45
ダイエット＆ビューティーフェア
2011

2011/9/26～2011/9/28
ＵＢＭメディア株式
会社

国際展示会

18
スポーツコミッションシンポジウム
2～スポーツを活かした地域の活
性化に向けて～

2010/9/24～2010/9/24
財団法人日本ス
ポーツコミッション

シンポジウム 46
International Walking in
YOKOHAMA

2011/10/29～2011/10/30
社団法人日本
ウォーキング協会

市民スポーツ大会

19
2010　ＦＩＡ 　Ｆ１　世界選手権シ
リーズ16戦　日本グランプリレー
ス

2010/10/8～2010/10/10
株式会社　モビリ
ティランド

国際スポーツ大会 47
日墺スキー交流100周年記念
シンポジウム

2011/2/17～2011/2/17 新潟県日墺協会 シンポジウム

20 東京アースライド２０１０ 2010/10/11～2010/10/11
東京アースライド実
行委員会

市民スポーツ大会 48
２０１２ロンドンオリンピック男
女ホッケー予選大会

2012/4/25～2012/5/6
社団法人日本ホッ
ケー協会

国際スポーツ大会

21
ＪＢＶツアー2010第8戦「ベボニア
ビーチバレーファミリーオ館山カッ
プ」

2010/10/14～2010/10/17
日本ビーチバレー
連盟

プロスポーツ大会 49
２０１１トライアスロン世界選手
権シリーズ横浜大会

2011/5/14～2011/5/15
トライアスロン世界選手
権シリーズ横浜大会組
織委員会

国際スポーツ大会

22
2010ジャパンカップサイクルロード
レース

2010/10/23～2010/10/24
ジャパンカップサイ
クルロードレース実
行委員会

国際スポーツ大会 50
ＳＳＦ国際フォーラム「TAFISA
World Forum」（中止）

2011／5／14～2011／5／14
笹川スポーツ財団
（SSF）

シンポジウム

23 第31回館山若潮マラソン 2011/1/30～2011/1/30 館山市 市民スポーツ大会 51
第2回館山わかしおトライアス
ロン大会

2011/7/10～2011／７／10
館山わかしおトライ
アスロン大会実行
委員会

市民スポーツ大会

24 東京・江戸前トライアスロン2010 2010/10/10～2010/10/10
東京江戸前トライ
アスロン2010実行
委員会

市民スポーツ大会 52
ECOスピリットライドin南城市
（中止）

2011/3/19～2011/3/20 沖縄タイムス社 市民スポーツ大会

25
2010　bj-KBL チャンピオンシップ
ゲームズ

2010/9/23～2010/9/25
株式会社　日本プ
ロバスケットボール
リーグ

プロスポーツ大会 53
古宇利島マジックアワーRUN
in 今帰仁村（中止）

2011/3/12～2011/3/12
古宇利島ハーフマ
ラソン大会実行委
員会

市民スポーツ大会

26
観光舟運による都市再生・地域活
性化フォーラム

2010/11/4～2010/11/4
非営利活動法人
都市環境研究会

シンポジウム 54
ISU 世界フィギュアスケート選
手権大会2011（中止）

2011/3/21～2011/3/27
財団法人 日本ス
ケート連盟

国際スポーツ大会

27
福岡西部副都心健康まち歩き
2010

2010/11/6～2010/11/7
福岡西部副都心ま
ち創り活性化推進
協議会

市民スポーツ大会 55
第1回ロングトレイルフォーラ
ム

2011/7/8～2011/7/8
NPO法人アウトドア
ライフデザイン開発
機構

シンポジウム

28
第1回エコマラソン印旛（エコイン
バ）

2011/4/2～2011/4/3
ＮＰＯ法人エコマラ
ソン・インターナショ
ナル

市民スポーツ大会 ※決裁日ベースで取りまとめているため平成２３年度の行事を含む。

資料１別紙 
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